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- INFORMATION- 

 

メインステージ イメージ 

2019年 4月 24日 
CAセガジョイポリス株式会社 

8年ぶり、「ももいろクローバーZ」がジョイポリスに帰ってきた！ 

「ももいろ遊宴地 ももクロ IN JOYPOLIS」 
祝10周年イヤーの集大成はジョイポリス！イベントの全容を公開！ 

 
CA セガジョイポリス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：吉本 武）が運営する東京・台場の屋内型テ

ーマパーク「東京ジョイポリス」は、大人気ガールズユニット「ももいろクローバーZ」とのコラボレーションイベント「ももいろ
遊宴地 ももクロ IN JOYPOLIS」を2019年4月22日（月）から7月15日（月）の期間で開催します。本リリースでは、イベント
の全容を公開いたします。完全撮り下ろしの「プレミアムデジタルライブ」、新アトラクションを含む人気アトラクションとのコ
ラボレーション、コラボメニューの販売やオリジナルグッズの販売、限定のプリントシール機など、テーマパークならではの試
みが目白押しです！ファン必見になること間違いなしの宴、「ももいろ遊宴地」をお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ももいろクローバーZ』とは 

百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人によるガールズユニット。  

グループ名は「ピュアな女の子が、幸せを運びたい」という意味を込めて「ももいろクローバー」と命名された。 

 結成日は2008年5月17日で、2018年5月17日に結成10周年を迎えている。 
 

◆「ももクロ」と「ロピット」がコラボ！ 
完全撮り下ろしデジタルライブを上映！  

メインステージでは、プレミアムデジタルライブを上映！ 

完全撮り下ろし、まるで「ももクロ」のメンバーたちがその場にいるか

のようなデジタルライブはファン必見です。 

また、東京ジョイポリスライブオペレーター「LOPIT」がアーティストとコ

ラボレーションするのは初の試みです！ 

セットリストは「Z伝説～ファンファーレは止まらない～」と「行くぜっ！

怪盗少女 -ZZ ver.-」の2曲。プロジェクションマッピングや照明、レー

ザーを駆使した大迫力のショーをご覧ください。 

【場所】1st Floor メインステージ  

【料金】無料 ※入場料が別途必要です。 

※メンバー本人たちの出演はございません。 

＜メインビジュアル＞ 
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- INFORMATION- 

 

Spicy Taxi イメージ 

ハーフパイプ ト－キョー イメージ 

ワイルドジャングル ブラザーズ イメージ 

 

◆新アトラクション「Spicy Taxi」が、「ももクロ」仕様に！ 
3月20日にオープンした、タイのタクシー「トゥクトゥク」型ライドに乗り 

込む、賞金かせぎレースアトラクション「Spicy Taxi」。 

出来たばかりの新アトラクションを「ももクロ」がジャック！ 

「ももクロ」仕様になるのはライドの装飾だけでなく、 

ゲームのナビゲートもメンバーが担当します。 

外装から中身まで、完全「ももクロ」仕様となった 

「Spicy Taxi」をどうぞお楽しみください。 

【場所】1st Floor Spicy Taxi（スパイシータクシー） 

【料金】1回600円※パスポート利用可 

 
◆人気 No.1 アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」がコラボレーション 
回転しながら高さ 7m まで上がる東京ジョイポリスの人気No.1アトラクション  

「ハーフパイプ トーキョー」が「ももクロ」とコラボレーション。 

「ももクロ」仕様に装飾されたボードに乗って、ライブ映像と一緒にゲーム 

を楽しめます。  

さらに、回転技を決めると「ももクロ」のメンバーたちが声をかけてくれます！ 

   【場所】1stFloor ハーフパイプ トーキョー 

【料金】900 円(1 名）※パスポート利用可 

 

◆体感型冒険ライド「ワイルドジャングル ブラザーズ」をナビゲート！ 
体感型冒険ライドアトラクション「ワイルドジャングル ブラザーズ」と 

コラボレーションを実施します。「ももクロ」のメンバーたちがスリル満点の 

ジャングルツアーをナビゲート！ 一緒に冒険の旅に出ることが出来ます。 

「あーりん」が運転するライドに乗って、「ももいろジャングルブラザーズ」 

ツアーをお楽しみください！ 

【場所】3rd Floor ワイルドジャングル ブラザーズ  

【料金】600円 ※パスポート利用可 

 

◆回遊型「ジョイポリ探検隊」とのコラボ！ 

回遊型の探検アトラクション「ジョイポリ探検隊」とのコラボレーションを 

実施します。クリアするとイベント限定の オリジナルフレームで記念撮影 

ができます！ 

さらに「ももクロ」のメンバーが記念撮影もナビゲート。5パターンのシャッター 

ボイスで、盛り上がること間違いなしです！ 

 【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊 

 【料金】600円 ※パスポート利用可  

 

◆占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」とのコラボ！ 

神秘的なルーン占いアトラクションとのコラボレーションを実施します。 

占いの結果用紙がイベント期間限定で「ももクロ」仕様のデザインになります。 

【場所】3rd Floor フォーチュンフォレスト  

【料金】600円 ※パスポート利用可 

 

 

 

 
 

 

「ジョイポリ探検隊」 フレームイメージ 

占い結果用紙デザイン（全 2種） 

※絵柄はお選びいただけません。 
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- INFORMATION- 

 

 

◆東京ジョイポリス限定のノベルティ付きチケットを販売！  

ノベルティパスケースが付いたイベント期間限定のチケットを販売します。 アトラクション乗り放題のパスポートには5種、

アトラクション1回券には1種、合計6種類のオリジナルデザインノベルティパスケースをご用意しました。 

年間パスポート購入の方には、上記6種の中からお好きなデザインのパスケースをお渡しします。 

 【料金】  

・「パスポート」入場＋アトラクション乗り放題+ノベルティ(パスケース キービジュアルver. or メンバーver.) ：大人5,200円 小中高生：4,200円 

・「アトラクション1回券」入場+アトラクション 1 回券+ノベルティ(パスケース イベントロゴ ver.) ：大人 2,700 円 小中高生：2,400 円 

・「年間パスポート」カードデザイン(全4種）+ノベルティ(お好きなパスケースをおひとつ) ：大人 14,000 円 小中高生：11,000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆オリジナル景品をゲット！カーニバルゲームコーナーとコラボ 

 「カーニバルゲームコーナー」とのコラボレーションを実施します。ボール投げのゲームなどが「ももクロ」仕様に！ 

ゲームを遊ぶと、東京ジョイポリス限定のオリジナル景品がもらえます。 

【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー 

 【料金】300円  

【景品】・参加賞：ポストカード(全5種) 

       ・小当たり：缶バッジ（全4種）  

・中当たり：ミニうちわ（全4種） 

 ・大当たり：ミニクッション(全1種) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年間パスポート」 カードイメージ(全 4種) 
「アトラクション 1回券」 ノベルティ(全 1種) 

参加賞：ポストカード(全 5種) ※ランダムでのお渡しとなります。 

「パスポート」 ノベルティ (全 5種) 

小当たり：缶バッジ(全 4種)  ※ランダムでのお渡しとなります。 

大当たり：ミニクッション(全 1種)  

中当たり：ミニうちわ(全 4種)  
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◆ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売 

東京ジョイポリスでしか買えない、オリジナルグッズを販売します。今回のコラボイベントビジュアルを使用した「クリアフ

ァイル」や、プレミアムデジタルライブにぴったりな「マフラータオル」など、バリエーション豊かにご用意します。 

3,000円(税込)お買い上げ毎に、限定のノベルティをプレゼント。 

【場所】1st Floor JP SOTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆スーベニアカップ付き！新食感アイス「ディッピンドッツアイスクリーム」とコラボ！ 
1ｓｔFloor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、春にぴったりの4つのフレーバーを、 

オリジナルのスーベニアカップに入れたメニュー 

「スーベニアカップ付き☆SPRING4」を販売いたします。 

【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム  

【料金】1,100円(税込) 

 

 

 

 

 

 

A4クリアファイル(全 2種) 各 650円(税込) 

マフラータオル(全 1種) 1,800円(税込) 

ももいろ遊宴地ショコラ(全 1種)  880円（税込） 

B5 ノート(全 1種) 800円（税込） トレーディングアクリルキーホルダー(全 8種)  900円（税込） 

グッズ特典：ポスター(全 4種)  

3,000 円毎に 1枚プレゼント。 

 ※ランダムでのお渡しとなります。 

缶入りキャンディ(全 2種) 各 800円（税込） 

アクリルスタンド(全 4種) 各 1,600円(税込) 

アクリルスタンド用ステージ (全 1種) 2,000円(税込) 

あーりんフレーバー 

(ストロベリーチーズケーキ) 

かなこフレーバー 

(アップルベリー) 

しおりんフレーバー 

(バナナミックス) 

れにフレーバー 

(ハニーコットン) 

スーベニアカップ 展開イメージ 
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◆コラボカフェ！オリジナルのクリアコースターが付いた、コラボメニューを販売！ 

「フレームカフェ」では、メンバーそれぞれにちなんだメニューを販売。目で見て味わって、「ももクロ」を身近に感じる事

が出来ます。各メニュー1点ご注文につき、ノベルティのクリアコースターを全8種からランダムで1枚お付けします。 

【場所】3rd Floor フレームカフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
◆コラボデジタルコンテンツが登場！ 

モニターの前に立つと「ももクロ」のメンバーが出てきてくれる 

デジタルコンテンツが登場。一緒に写真撮影も可能！ 

【場所】1st Floor メインステージ前 

 

 
◆「ももクロ」のメンバーと撮影！限定プリントシール機！ 
1stFloor「プリントシール機コーナー」では、「ももクロ」のメンバーと 

一緒に撮影ができる、東京ジョイポリス限定のプリントシール機が 

登場します。 

【場所】1st Floor 「プリントシール機コーナー」 

【料金】1回600円 

 
◆その他、ウェルカムボイスも！ 
東京ジョイポリス入口が装飾に加えて、ウェルカムボイスもイベント特別仕様に。 

「ももいろ遊宴地」に入るその瞬間から、盛り上げてくれます！ 

【場所】東京ジョイポリス 入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタルコンテンツ イメージ  

 

ノベルティ クリアコースター(全 8種) 

※ランダムでのお渡しになります。 

みんな大好き☆若大将カレー 

価格:1,500円(税込) 

紅く！熱い！ 

太陽の台湾まぜそば 

価格:1,500円(税込) 

ハート直撃♡ 

愛のプリンアラモード 

価格:1,500円(税込) 

鋼の戦士専用！ 

紫いものワッフルサンド 

価格:1,500円 

 シュワっと★ももいろ遊宴地ソーダ(全 4種)  

価格:各 850円(税込) 

プリントシール イメージ  
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＜東京ジョイポリス概要＞ 

●公式サイト：http://tokyo-joypolis.com/   モバイルサイト：http://tjp-sega.jp 

●所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ3～5F  

●電話番号：03-5500-1801 

●アクセス ：新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分 りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分 

●営業時間：10：00～22：00（最終入場21：15） ※時期によって異なります。 

  ●料  金：入場料（入場のみ）/大人（18歳以上）800円、小・中・高生500円 

パスポート（入場＋アトラクション乗り放題）/大人（18歳以上）4,500円、小・中・高生3,500円 
 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

 

 

 

東京ジョイポリス PR事務局（共同 PR内） 

担当：黒澤、田平、阿蘇品（あそしな） TEL： 03-3571-5228受付時間/平日 10:00～18:00   

FAX： 03-4540-8325 Ｍａｉｌ： tjp-pr@kyodo-pr.co.jp 

※時間外のお問い合わせ先：東京ジョイポリス担当：中林、大澤 TEL：03-5500-1801 

 

「ももいろ遊宴地 ももクロ IN JOYPOLIS」 

特設サイト： http://tokyo-joypolis.com/event/momokuro_jp/index.html 

 

http://tokyo-joypolis.com/
http://tjp-sega.jp/
mailto:tjp-pr@kyodo-pr.co.jp
http://tokyo-joypolis.com/event/momokuro_jp/index.html

